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就職活動で必要な知識・スキルを
身につけるための総仕上げ

実施期間 ： ２／１（月）～２／２6（金）

申込期限 ： 各講座詳細参照

対象学年 ： ３年次生(大学院1年次生)



PP
「できなかった」 を 「できる」 に
近づけるための特別カリキュラム

３月から自信を持って就職活動を始める

ためには、 ２月の過ごし方が重要です。

「パーフェクト対策講座」 では、 就職活動

の裏側を知るプロの講師が学生ひとりひと

りにあわせたきめ細やかな指導をしてい

きます。 もし 「できなかった」 ことがあっ

ても 「できる」 に近づけるサポートをしま

すので少しずつ自信が持てるようになる

はずです。



スタート講座
【各回定員 : 48 名】

　　10:00 ～ 12:30

　　13:30 ～ 16:00

午前コース

午後コース

文章講座 ( ガクチカ )
【各回定員 : ２８０名】

　　10:30 ～ 12:00

文章講座 ( 自己 PR)
【各回定員 : 280 名】

　　13:00 ～ 14:30

文章講座 ( 志望動機 )
【各回定員 : 280 名】

　　15:00 ～ 16:30

グループディスカッション講座
【各回定員 : 280 名】

　　10:00 ～ 11:30

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後コース

模擬面接
【各回定員 : 32 名】

　　10:30 ～ 12:00

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後①コース

　　15:00 ～ 16:30午後②コース

マナー講座
【各回定員 : 280 名】

　　10:30 ～ 12:00

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後①コース

　　15:00 ～ 16:30午後②コース

面接対策講座①
【各回定員 : 280 名】

　　10:00 ～ 11:30

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後コース

面接対策講座②
【各回定員 : 280 名】

　　10:30 ～ 12:00

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後コース

選考対策講座+
【定員 : 50 名】

　　13:00 ～ 17:00

総まとめ企業人事からの

面接アドバイス

【各回定員 : 280 名】

　　10:00 ～ 17:00

2/1（月）

詳細はこちらをタップ

2/4（木）

詳細はこちらをタップ

2/9（火）

詳細はこちらをタップ

2/12（金）

詳細はこちらをタップ

2/26（金）

詳細はこちらをタップ

2/25（木）

詳細はこちらをタップ

2/18（木）

詳細はこちらをタップ

2/16（火）

詳細はこちらをタップ

パーフェクト対策講座
受講の注意点

ライブ配信型の

オンライン講座です

【カメラ ON】 で

ご参加ください
（講師からの個別指導

やグループワークがあります）

一部講座以外は服装自由
（2/9 ・ 2/25はスーツ）

各講座ごとに申込み

が必要です



パーフェクト対策講座
おすすめの受講方法

① まずは 2/1(月) の「スタート講座」に申込みをしてみましょう。

準備ができていなくても大丈夫です。

講師陣がしっかりサポートします。

② その他自分自身の課題になりそうな講座に申込みをしてみてく

ださい。 定員がありますので、 申し込みはお早めに。

③ 「スタート講座」 参加後、 もう一度全講座の一覧を確認してみ

てください。

講座に参加したことで、 自分自身の課題がより明確になってい

るでしょう。 追加で申込みする必要がある講座がないかチェッ

クしてください。

④ パーフェクト対策講座最後の 「総まとめ」 を受講することをお

すすめします。

３月から自信を持って就活が進められるような講座になるよう

準備を進めています。 本講座で総仕上げをして良いスタートを

切ってください。

パーフェクト対策講座は

いわば 新幹線”。

３月就活スタートに間に合うように

みなさんの準備を加速して

進めていきます。

とはいえ置いてきぼりにはしません。

安心して参加してください。



2/1（月）

スタート講座
【各回定員 : 48 名】

申込み期限 ： 1/29(金)1５:00 まで

　　10:00 ～ 12:30

　　13:30 ～ 16:00

午前コース

午後コース 講師 : 高橋健太郎氏
他５名

ソーシャルデザイニング研究所

● ライブ配信型の

　 オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● 服装自由

● 要申込み

午前コース申込み 午後コース申込み

講座一覧に戻る

３月までにどんな準備をしなくてはいけな

いのか、 自分自身の課題を見つけてくだ

さい。 模擬会社説明会から模擬面接の流

れを体験することで何をすべきかが見え

てくるはずです。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffJPdzjtaoQl6kSGjjD_Ww4HDFX7nZFxbxVDUHJl6i2JXMSA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvypdtEEdJSMiDyXKIrTYLwl2zKYMLzZwsCY4ZkMZe-b7mhA/viewform?usp=sf_link


● ライブ配信型の
　 オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● 服装自由

● 要申込み

● ライブ配信型の
　 オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● 服装自由

● 要申込み

　　10:00 ～ 11:30

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後コース

グループディスカッションは対応のノウハウ

を知っていれば恐くありません。 アイディ

アの出し方やお題の考え方など、 知って

いて損はない内容をお伝えします。 受講

後は就活での対応力がアップするはず。

グループディスカッション講座

2/4（木）

就活の裏側を熟知した講師だからわかる

面接のポイントをお伝えします。 就活開始

直前なので、 昨年実施してきた講座より

もさらに実践的な指導を行います。

面接対策講座①

　　10:00 ～ 11:30

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後コース

【各回定員 : 280 名】 【各回定員 : 280 名】

講師 : 福島直樹氏
ソーシャルデザイニング研究所

講師 : 尾崎孝之氏
ソーシャルデザイニング研究所

申込み期限 ： 2/3(水 )1５:00 まで

午前コース申込み 午後コース申込み 午前コース申込み 午後コース申込み

講座一覧に戻る

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBcOSoaAChtDXaZOwU_2IMGI0FkN3OcSALU7qMRbu8vLwfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco-pPED0KQLdh2TGfLdS1SXgxF372NnD6lmAy-B5Xd5xc3bw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSrrmwdir-9Mbh7djxpHQhr5y8v_mVrQEL6N9ZGCITq2UAnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAe8kB2I9ZC20NHV5FsBDtWn1ZNyEHVfbE73oBV2Q6iddR9Q/viewform?usp=sf_link


【各回定員 : 32 名】

　　10:30 ～ 12:00

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後①コース

　　15:00 ～ 16:30午後②コース

面接を実際に体験してみましょう。 準備

不足でも構いません。 本番で良い結果を

出すために、 講師がしっかりアドバイスし

ます。 面接のプロからフィードバックがもら

える貴重な機会です。

模擬面接

2/9（火）

講師 : 福島直樹氏
講座一覧に戻る 他３名

ソーシャルデザイニング研究所

● ライブ配信型の

オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● スーツ

● 要申込み

申込み期限 ： 2/8(月 )1５:00 まで

午前コース申込み 午後①コース申込み 午後②コース申込み

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepZ1SQc-ztGqg7eaPvqLyxrsmXz3t9H2K4EBlvxs_nP4rBCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSEvsyMSDJ1YcyEVZt46Kf91OTy8lR-oahMLUejAWViKykFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ZjgKuld22pzB4ihz-kwJTrGnHZQinNwZf2JeiWisSYB0Pg/viewform?usp=sf_link


ガクチカ申込み

【各回定員 : 280 名】
【ガクチカ】 【自己ＰＲ】 【志望動機】

　　10:30 ～ 12:00

　　13:00 ～ 14:30

ガクチカ

自己ＰＲ

　　15:00 ～ 16:30志望動機

就活で必ず聞かれる３大質問 「ガクチカ

（学生時代に力を入れたこと）」「自己ＰＲ」

「志望動機」 を徹底的に対策します。

書き方を理解して２月中に納得のいく文章

が書けるようにしましょう。

2/12（金）

文章講座　　

ソーシャルデザイニング研究所

講師 : 福島直樹氏

● ライブ配信型の

オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● 服装自由

● 要申込み

申込み期限 ： 2/10(水 )1５:00 まで

自己ＰＲ申込み 志望動機申込み

講座一覧に戻る

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwSO1_Iscd6qmRj4Puf3ga0NaKW72v48QmiV4DArq7lyfYOw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsuTSiMZ6RgQnxGojYJ30Kqh_O3e-VMbWaGE_yYKLrnnLviA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSp0JmHnpqVgilrs6Bk4w5OLit_FukOZKTthARqIj49NU0mA/viewform?usp=sf_link


午前コース申込み 午後①コース申込み

【各回定員 : 280 名】

　　10:30 ～ 12:00

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後①コース

　　15:00 ～ 16:30午後②コース

就活で知らないと損をするマナーを確認

します。 就活直前なので、 オンラインをフ

ル活用した講師との双方向的な講座にな

る予定です。 マナーは印象を左右するの

で就活においてとても重要です。

2/16（火）

マナー講座

講師 : 高橋健太郎氏

ソーシャルデザイニング研究所

● ライブ配信型の

オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● 服装自由

● 要申込み

午後②コース申込み

申込み期限 ： 2/15(月 )1５:00 まで

講座一覧に戻る

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGcUyG1CPVX6GzwiBS7nPJywTqcD5N2-G3Bih6zf38YLCTcQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn_jVaon9KOzGvM5TGcngiB2J5g9Mn7a5pp-9ZbVTronmGzg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9yWty0piGVt8fq2xEy2d47w-MBRHcn-AACEtbg2d62Hc1oQ/viewform?usp=sf_link


　　10:30 ～ 12:00

　　13:00 ～ 14:30

午前コース

午後コース

就活の裏側を熟知した講師だからわかる

面接のポイントをお伝えします。 2/4 （木）

の面接対策講座①とは内容が異なります。

面接対策をより深めたい学生は必聴で

す。

2/18（木）

面接対策講座②
【各回定員 : 280 名】

講師 : 渡邉剛氏

ソーシャルデザイニング研究所

● ライブ配信型の

オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● 服装自由

● 要申込み

申込み期限 ： 2/17(水 )1５:00 まで

午前コース申込み 午後コース申込み

講座一覧に戻る

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0rWiQWISQ_HBhXrnQHtbnfVS7BnVo_fGSbbxuZukj_XttMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4srRdn3hwppTUYzUa3hPKcS_it2Og2P0OSPkVzjJ9-4hQCA/viewform?usp=sf_link


2/25（木）

オンライン就活実践対策！

グループディスカッションや面接の対策講座を
受け、確実に役立つ就活情報を整理。 

実際の企業人事から、面接や逆質問・志望動機
などに関して選考アドバイスも受け れるた
め、その後の選考通過率が確実にUPします！

日時：2月25日（ ）13時～17時 
集合：12時50分　※途中休憩含む 
会場：Zoomにて 
対象：3年次生（ ） 
服装：スーツ 
持ち物：筆記用具、メモ　　費用：無料 
企業参加：有り　  実施：株式会社ツイング

先着制：上限50名まで 
右記の詳細QRコードよりお申し込み
ください。 

申し込み期間： 
【2月24日まで】

【ここでしか聞けない企業人事からのフィードバック付き！】 
普段滅多に聞けない実際の企業人事からフィードバックが受け れるのは、今

回の対策講座のみとなります。就活が不安な方はもちろん、就活力を上げたい
方は是非ご参加ください。

選考対策講座＋ 
企業人事より面接アドバイス

3年次生対象

2月25日（木）の13時～17時2月25日（木）の13時～17時

選考対策講座 
企業人事より面接アドバイス

※お申し込みいただいた方には、当日までに参加用URLをメールにてご共有致します。

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ: 横小路直記氏

ツイング

● ライブ配信型の

オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● スーツ

● 要申込み

講座一覧に戻る

からのからの

https://forms.gle/PFGpuCFuNdesqYWy6


　　10:00 ～ 17:00

「パーフェクト対策講座」 の総まとめを行

います。 長丁場となりますが必ず参加し

て良かったと思えるはずです （毎年駿大

就活生から大好評）。 本講座を受講して

就活の良いスタートを切ってください。

2/26（金）

総まとめ
【各回定員 : 280 名】

講師 : 櫻井照士氏

ソーシャルデザイニング研究所

● ライブ配信型の

オンライン講座

● 【カメラ ON】で参加

● 服装自由

● 要申込み

申込み期限 ： 2/25(木 )1５:00 まで

申込み

講座一覧に戻る

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iF7rQWZpX6RuaPOTVu1dHb07JTloYnqqQK4ztJqefdTJ8w/viewform?usp=sf_link
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